
【様式第1号】

自治体名：小谷村

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 28,339,336,044   固定負債 5,084,532,685

    有形固定資産 24,133,942,792     地方債等 4,375,551,685

      事業用資産 8,004,823,876     長期未払金 -

        土地 922,685,278     退職手当引当金 708,981,000

        土地減損損失累計額 -     損失補償等引当金 -

        立木竹 -     その他 -

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 606,650,923

        建物 13,823,727,172     １年内償還予定地方債等 564,966,630

        建物減価償却累計額 -6,880,696,517     未払金 -

        建物減損損失累計額 -     未払費用 -

        工作物 42,855,609     前受金 -

        工作物減価償却累計額 -5,564,588     前受収益 -

        工作物減損損失累計額 -     賞与等引当金 36,579,000

        船舶 -     預り金 5,105,293

        船舶減価償却累計額 -     その他 -

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 5,691,183,608

        浮標等 - 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -   固定資産等形成分 30,570,482,037

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -5,499,147,902

        航空機 -   他団体出資等分 -

        航空機減価償却累計額 -

        航空機減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 101,816,922

      インフラ資産 15,841,208,111

        土地 13,773,276

        土地減損損失累計額 -

        建物 -

        建物減価償却累計額 -

        建物減損損失累計額 -

        工作物 42,756,866,122

        工作物減価償却累計額 -26,985,051,287

        工作物減損損失累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 55,620,000

      物品 904,070,363

      物品減価償却累計額 -616,159,558

      物品減損損失累計額 -

    無形固定資産 76,375,492

      ソフトウェア 76,375,492

      その他 -

    投資その他の資産 4,129,017,760

      投資及び出資金 74,325,000

        有価証券 2,184,000

        出資金 72,141,000

        その他 -

      長期延滞債権 69,720,669

      長期貸付金 -

      基金 4,007,586,091

        減債基金 64,768,340

        その他 3,942,817,751

      その他 -

      徴収不能引当金 -22,614,000

  流動資産 2,423,181,699

    現金預金 182,134,451

    未収金 11,215,255

    短期貸付金 -

    基金 2,231,145,993

      財政調整基金 2,231,145,993

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -1,314,000

  繰延資産 - 純資産合計 25,071,334,135

資産合計 30,762,517,743 負債及び純資産合計 30,762,517,743

連結貸借対照表
（令和2年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：小谷村

会計：全体会計 （単位：円）

    資産売却益 669,390

    その他 -

純行政コスト 3,970,642,296

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 -

  臨時利益 669,390

  臨時損失 43,218,756

    災害復旧事業費 43,218,756

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 129,868,563

    その他 122,153,719

純経常行政コスト 3,928,092,930

      社会保障給付 123,945,307

      その他 3,103,040

  経常収益 252,022,282

        その他 4,947,867

    移転費用 1,130,392,868

      補助金等 1,003,344,521

      その他の業務費用 24,381,095

        支払利息 19,341,228

        徴収不能引当金繰入額 92,000

        維持補修費 108,823,489

        減価償却費 1,251,511,023

        その他 8,178,673

        その他 248,474,791

      物件費等 2,225,205,250

        物件費 856,692,065

        職員給与費 505,945,208

        賞与等引当金繰入額 36,579,000

        退職手当引当金繰入額 9,137,000

  経常費用 4,180,115,212

    業務費用 3,049,722,344

      人件費 800,135,999

連結行政コスト計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額



【様式第3号】

自治体名：小谷村

会計：全体会計 （単位：円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 25,594,790,998 31,473,091,908 -5,878,300,910 -

  純行政コスト（△） -3,970,642,296 -3,970,642,296 -

  財源 3,443,183,433 3,443,183,433 -

    税収等 2,852,794,210 2,852,794,210 -

    国県等補助金 590,389,223 590,389,223 -

  本年度差額 -527,458,863 -527,458,863 -

  固定資産等の変動（内部変動） -906,611,871 906,611,871

    有形固定資産等の増加 926,775,688 -926,775,688

    有形固定資産等の減少 -1,251,511,023 1,251,511,023

    貸付金・基金等の増加 202,692,568 -202,692,568

    貸付金・基金等の減少 -784,569,104 784,569,104

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 4,002,000 4,002,000

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -523,456,863 -902,609,871 379,153,008 -

本年度末純資産残高 25,071,334,135 30,570,482,037 -5,499,147,902 -

連結純資産変動計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日



【様式第4号】

自治体名：小谷村

会計：全体会計 （単位：円）

前年度末歳計外現金残高 3,562,623

本年度歳計外現金増減額 1,542,670

本年度末歳計外現金残高 5,105,293

本年度末現金預金残高 182,134,451

財務活動収支 -328,337,221

本年度資金収支額 60,787,806

前年度末資金残高 116,241,352

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 177,029,158

    地方債等償還支出 628,856,221

    その他の支出 -

  財務活動収入 300,519,000

    地方債等発行収入 300,519,000

    その他の収入 -

    資産売却収入 669,390

    その他の収入 -

投資活動収支 -230,615,704

【財務活動収支】

  財務活動支出 628,856,221

    その他の支出 -

  投資活動収入 898,336,390

    国県等補助金収入 113,271,000

    基金取崩収入 769,396,000

    貸付金元金回収収入 15,000,000

  投資活動支出 1,128,952,094

    公共施設等整備費支出 926,775,688

    基金積立金支出 187,176,406

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 15,000,000

    災害復旧事業費支出 43,218,756

    その他の支出 -

  臨時収入 17,957,000

業務活動収支 619,740,731

【投資活動収支】

    税収等収入 2,849,767,371

    国県等補助金収入 459,161,223

    使用料及び手数料収入 129,948,363

    その他の収入 122,153,719

  臨時支出 43,218,756

    移転費用支出 1,130,392,868

      補助金等支出 1,003,344,521

      社会保障給付支出 123,945,307

      その他の支出 3,103,040

  業務収入 3,561,030,676

    業務費用支出 1,785,635,321

      人件費支出 787,651,999

      物件費等支出 978,642,094

      支払利息支出 19,341,228

      その他の支出 -

連結資金収支計算書
自　平成31年4月1日
至　令和2年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 2,916,028,189


